
今後もより一層、病院・保健・福祉そして地域との関係性を強化し皆様により良い医療の提供ができるように

玄関は、車いすの方も雨に濡れることなく乗り降りができるように広いエントランス（車寄せ）を設け、待合スペース

当院は、「優しい医療・楽しい職場」の理念のもと、地域に根ざした病院を目指し、日々取り組んでまいりました。

その中で外来患者様の受診に快適なスペースを提供いたしたく令和3年8月30日に新外来棟の運用を開始しました。

取り組んでいきたいと思っております。

今後ともよろしくお願いいたします。 《地域連携支援部　部長　佐藤　由加里》

は明るく開放的な空間となりました。新しく電光掲示板を設置し、診察状況・お薬の案内、またデジタルサイ

ネージによる最新のお知らせをお伝えできるようにしました。

外来患者様と入院患者様の動線を分離させることで生まれた外来患者様専用の空間やサーマルカメラ（自動検温機）

で来院者の体温測定を実施させていただいており、感染対策の観点からも今の時代に即していると思います。

ま た 、 外 来 患 者 様 の 医 療 相 談 を お 受 け し や す い 様 に 相 談 室 を 設 け て お り ま す 。 精 神 保 健 福 祉 士 に

相談のある方は受付にお声掛けください。

2階には、公開講座も開催できるよう大会議室を設け、今後多方面の方々に御利用いただき、地域の方にも

気軽に足を運んでいただける場となることを期待しています。

東員町の秋桜畑　《看護師　水谷　晃大》
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患者様には事前にお弁当を選んでいただき、

特に、うな重や洋風弁当が人気でした。

物当てゲームでは、参加者以外の患者様にも

楽しんでいただけたようですが、物はわかっ

計図を見ながら分割したパネルにペットボト

ルのキャップをはめ込み、真剣に、そして楽

しそうに作品制作に取り組んで頂きました。

4病棟は9月に運動会レクを開催しました。

ボール渡しゲーム、玉入れを行い最後に

プリンを食べました。ボールを足で挟み隣の

人に渡していくボール渡しゲームはなかなか

難易度高かったのですが、患者様も上手に

うです。石段が約300段ある為スニーカーがおすすめです！！

氏　　名：水谷　晃大

入職日：令和3年4月1日

ハロウィンでしたい仮装は？

11月中旬からもみじまつりが開催され、

土日祝日はライトアップもされているそ

8月のレクは盆踊りでした。患者さんも浴衣

を着ました。職員が踊っているのを見ながら

一緒に手を動かしたり、曲を口ずさんでいる

方もみえ、皆さんしっかり夏を感じて過ごす

ことができたようです！

3病棟では「ペットボトルキャップアート」

を行いました。グループに分かれて頂き、設

ポケモンのカビゴン

いなべ市藤原町にある“聖宝寺”です。

おすすめの紅葉スポット

皆さんで作った色鮮やかな大輪の花火が病棟を飾っています。

普段の病院食とは違う趣を楽しんで頂きました。

ていても品名がなかなか言えなかったりと

運ばれていました。玉入れは男女に分かれて

対戦し、皆さん盛り上がっていました。

お弁当会と物当てゲームをしました。

職　　種：看　護　師

季節感の感じられる創作として

取り組んでいます。

藤原の聖宝寺の紅葉は綺麗でした。

長らくお待たせ致しました！！ついにホームぺージ全ページが ウィンドウになりました！

3病棟では毎週月曜日OT活動として

頑張っています！！

完成致しました。建物マップなども新しくなり、さらに見やすく

なっています。ぜひ一度ご覧ください！https://ohnaka-h.jp/

ハロウィンでしたい仮装は？

かぼちゃマスクのイメージ

おすすめの紅葉スポット

ウィンドウディスプレイの製作を

何を作ろうか、みんなで考えながら

行っています。その時の季節に合わせ

8月は向日葵、9月はコスモス、

10月はハロウィンをテーマに

飾り付け、とても賑やかな

一生懸命に作ってくれて

います…！月末の張り替

えをみんな楽しみにして

職　　種：看　護　師

通勤時に見る、東員町のコスモス畑がとても綺麗です。

ハロウィンでしたい仮装は？

カールおじさん

おすすめの紅葉スポット

氏　　名：相澤　さおり

入職日：令和3年4月1日

職　　種：看　護　師

氏　　名：山下　文樹

入職日：令和3年4月1日

職　　種：看　護　師

ハロウィンでしたい仮装は？

マクドナルドのドナルド

おすすめのコスモススポット

『御在所』です。元々山岳部で山登りが好きなので。登りながら

みる紅葉はそれまでの疲れも忘れるくらい綺麗です！

氏　　名：牧野　政希

入職日：令和3年4月1日

意外と難しかったようです。

ホームぺージ完成

レクリエーション

壁面飾り〈 3病棟 〉

2病棟

3病棟

5病棟

4病棟

8月：向日葵

10月：ハロウィン



　ぜひ読んでみてください。　　　　　　　　　《看護師　加藤》

《看護師　南部》

世代のおじさんにもハマり易いです。ぜひ読んでみてください

からは、その美味しさに感動し、好んで、

ブラジル産・コロンビア産の豆はしっかりとした苦み、酸味の

ボリューム感があるなど、産地によって味わいが変わったり、淹

れ方によってもさらに特徴が変化したりするのは、興味深く、

奥が深いと思いました。この本に出会ってからはよりコーヒー

の味わいを楽しめるようになり、憩いの時間の質が上がったと

感じています。コーヒー好きの方におすすめの本です。

ップした香り高いコーヒーを一口飲んでみて

は十分楽しめますしハマります。転スラは、

今流行りの異世界転生ものです。現実世界

私が紹介する本は「理由がわかればもっとお

いしい！コーヒーを楽しむ教科書」です。私

がコーヒーを飲み始めたのは高校生の時でし

た。”ブラックコーヒーが脂肪燃焼を助ける

説”を知ったことをきっかけにハンドドリ

本年度の研究発表は下記の2題です

2病棟看護師　加納　裕介さん

「患者から職員への暴力被害後に求められるサポート調査」

2病棟看護師　松葉　寛恵さん

「認知証病棟でカンフォータブル・ケアを導入して」

双方によい効果があり、また、加納さんの研究では職員へのアン

ケートにより暴力被害後の職員の要望が明確になり、今後の環境

整備にこの要望が反映され、より働きやすい職場への改善へと

つながります。

Q:お二人になぜこの研究をしようと思ったか聞いてみました。

【松葉さん】昨年の病棟目標が、《快》であり患者様への介入で

快を感じてもらう介入方法は何があるのかな？と考えていた所、

看護研究の話とスタッフのカンフォータブル勉強会があり、

ビビビっと衝撃が走り看護研究の題材にしたいと思いました。

【加納さん】暴力行為に遭遇することで感じた恐怖などのやりき

れない思いが原動力です。加えて、過去に当院でそういった研究

が行われていなかった為です。

　松葉さんの研究では、このケアの導入により、職員・患者様

院内研究発表会を開催致

しました。

例年は院外からも来賓を

お迎えし、また院内職員

も全員参加で行うのです

が、昨年に引き続き今年

も、人数を制限し、各部

当院、新外来棟、大会議

代表が参加しました。

やカロリーメイトなど）、衛生用品

（ばんそうこう・マスク）など。

なっていることもあるので道を確認しながら歩くとよいでしょう

し等に置かれることをお勧めします

また、雨の中の移動の際は上下別々

のレインコートを着用し、足元は長靴ではなく運動靴の方が脱げ

マンホールのふたなどが外れていたり、また溝が満水で見えなく

にくいので良いです。傘はさすのではなく、閉じたまま持ち、

では只のサラリーマンだった主人公が通り魔に刺されて死亡し

やドラゴン、ドラクエ世代にも馴染みのあるキャラも続々出て

飲むようになりました。今回紹介するこの本は、第15代ワール

きます。ゲーム的要素、かわいいキャラ設定など、ドラクエ

たがバリバリ読みます。オッサンでも転スラ

おすすめは「転生したらスライムだった件」

まれ変わりますが、色々な仲間と出会い、様々な能力を取得し

着いて対処できると思いますので豆知識としてご紹介いたします

ライト、簡易トイレ、非常食(あめ

防災セットを用意したけど家にある！災害はいつ起こるかわかり

ません。最低限のグッズをバックにはもちろんオフィスの引き出

令和3年9月29日水曜日

室におきまして、第14回 (転スラ)です。小さい頃、大人になったら

マンガなんか読まないだろうなと思ってまし

ドバリスタチャンピオン・井崎 英典監修のコーヒーの淹れ方、

楽しみ方が図や表とともにわかりやすく書かれた実用書です。

異世界に転生します。転生した異世界では最弱のスライムに生

最強のスライム(リムル)になっていくストーリーです。ゴブリン

9/1は防災の日でした。ここ最近は、地震だけにとどまらず、

雨での災害も多いですね。日ごろから防災意識をもち、防災情報

などを頭の片隅にでもいれておくと、いざというとき慌てず落ち

エチオピア産・ケニア産のコーヒー豆はさわやかな酸味があり、

院内研究発表会

デイケア作品紹介

おすすめの本

防災の豆知識

紙すき

うちわ

作り

ステンドグラス

コスモスの壁画



外来受診の際の入り口が変わり、新棟からお入り

ている人はいませんでしたし、2020年までは東京・大阪・横浜など旅行先の写真

が残っていました。早く当時のように何も気にすること無く、いろんな場所に行け

               (予約受付時間 平日9：00～17：00）

令和3年8月30日月曜日より新外来棟の運用が開始されています

カウンセリングは、人間関係や性格の悩み、気持ちの落ち込みなどで困っている方

ださい。

※完全予約制です。あらかじめ、お電話で予約をお願いします。

診療時間：月～金9:00～12:00・13:00～17:00

これまでの入り口は時間外入り口となりますので

ご了承ください

　土(第１・第３）9:00～12:00

        料　   金：初回　45分6,600円

　　　               2回目～　50分4,400円・25分2,200円

当院では、患者様のご希望で、臨床心理士によるカウンセリングを受けていただく

ことができます。誰かに話したい、話をきいてもらいたい、そんなときにご利用く

が解決策を見つけるために、臨床心理士がじっくりお話を伺い、お手伝いをさせて

いただくことです。

12/6 12/20

金木水

井上伊藤

※土(隔週交代)

松林松林

古濱井上古濱

※R3・10/1～全診療9時からの診察開始となっております

※土曜日診察(伊藤・井上・古濱・松林)は隔週交代となりますので

★1北上先生の診察は隔週月曜　

外来掲示表か当院のホームページにて確認をお願いします。

佐橋二診 伊藤  松林 古濱

★北上 11/1 11/15 11/29

受付時間　月～金　8：30～11：30　　土　8：30～11：00

1/17三診

井上一診

火月

携帯電話の写真を見ていると、一番最初の写真は2018年8月。そこにはマスクをし

伊藤

るようになることを願っています。　　　　　　　　　　《広報委員　高垣》

いただく事になりますので、右図でご確認お願い

いたします。（ほか来院の方の入り口もこちらです）

　　さつき通信

　発行元
　　医療法人大仲会
　　大仲さつき病院　広報委員会

　発行日　　令和3年10月19日

診察のご案内（外来診察予定表）
喫茶メイ土曜診察

10/23（土） 古濱 井上

10/30（土） 伊藤 松林

10月

11月

11/6（土） 古濱 井上

11/13（土） 伊藤 松林

11/20（土） 古濱 井上

11/27（土） 伊藤 松林

カウンセリング

予約電話番号 0594-76-5511 

カウンセリングを

予約したい。と

言っていただけると

スムーズです

新外来棟運用開始のお知らせ

※健康保険・医療費控除の対象外です

12月
12/4（土） 古濱 井上

12/11（土） 伊藤 松林

12/18（土） 古濱 井上

12/25（土） 伊藤 松林

1/1（土） 休診

1/8（土） 伊藤 松林

1/15（土） 古濱 井上

R4.1月


